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朱雀 OK 20周年記念 

オリエンテーリング大会 
JOA公認大会カテゴリ B 

 

～大会概要～ 

開催日時      2012年 9月 30日（日）雨天決行・荒天中止 

スタート開始時刻  10時 30分（予定） 

主催  朱雀オリエンテーリングクラブ 

会場             滋賀県希望が丘文化公園 青年の城 

 （滋賀県蒲生郡竜王町薬師１１７８） 

実行委員長 金谷 敏行 

運営責任者 宮本 佳記 

競技責任者 関谷 麻里絵 

コースプランナー 後藤 陽一 

大会コントローラ 石井 博昭 （兵庫県オリエンテーリング協会） 

～アクセス～ 

・自動車利用の場合 

名神高速道路 竜王 ICより約 3 km  

※会場最寄りの「希望が丘文化公園東ゲート駐車場」は十分な駐車台数があります。 

普通車・軽自動車の駐車料金は 500円/日です。 

・公共交通機関を利用の場合 

  JR東海道本線 近江八幡駅より近江鉄道バス乗車 40分、 

バス停「三井アウトレットパーク」下車徒歩約 3km 

または、JR東海道本線 野洲駅より近江鉄道バス乗車 10分、 

バス停「希望が丘西ゲート」下車徒歩約 4km 

※バス停「希望が丘西ゲート」から会場まで競技エリアを通過するため、西ゲートへバスを利用の方は通

行可能時間を指定する予定です。 

お問い合わせ先 （宮本 佳記） Ｅメール（推奨）yoshiki-m■wine.plala.or.jp 

  電話 090-5713-4093 

大会公式ホームページ http://suzakumeet20th.web.fc2.com/index.html 

～プログラム～ 

開催 1週間前までに大会公式ホームページにて公開いたします。 

紙版プログラム郵送をご希望の方は、参加申込の際にご一緒にお申込みください。（料金：200円） 

～成績表～ 

http://suzakumeet20th.web.fc2.com/index.html
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大会公式ホームページにて公開いたします。 

紙版成績表の郵送をご希望の方は、参加申込の際にご一緒にお申込みください。（料金：300円） 

～競技情報～ 

・競技形式 ポイントオリエンテーリング（ロングディスタンス競技） 

・地図情報 

『青年の城 2012』2012年発行 地図調製：有限会社ヤマカワ・オーエンタープライズ 

JSOM2007準拠 縮尺 1:10000  等高線間隔 5m  通行可能度 4段階 

・計時システム SPORTident社製 SPORTident-System（SI）による通過証明方式 

・テレイン概要： 

近江富士と呼ばれる三上山麓に位置する希望が丘文化公園内が範囲である。公園内のため小径は比較的発達

している。概して走行可能度は低く、日本屈指の微地形地帯があるため、マクロなルートチョイスとミクロ

なルートチョイス両面で差がつく可能性がある。(2011年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ミド

ルディスタンス、リレー競技部門 要項２抜粋) 

～注意事項～ 

・本要項記載の内容は予告なく変更する場合があります。大会ホームページ等をご確認ください。 

・不測の事態により大会の開催が不可能だと主催者側が判断した場合、大会を中止することがございます。

その場合は早急に大会ホームページ等にてお知らせいたします。 

・いかなる理由であっても、参加費の返金はいたしません。 

・大会開催前の O-map『希望が丘文化公園』区域へのオリエンテーリング目的での立ち入りは固く禁止し

ます。立ち入りが発覚した場合は失格とします。 

・本大会では傷害保険に加入しますが、補償には限度があります。参加者各自で保険に加入されることをお

すすめします。 

・競技時の服装は、長袖長ズボン等をお勧めします。ピン付スパイクシューズ等の制限はありません。 

～申し込み～ 

《早割サービス》 

本大会では、早割制度を設けます。7月 31日までにお申し込みの方は早割が適用され、 参加費が

500円割引となります。（N・Gクラス除く）是非お得な早割期間にお申し込みください。 

《申し込み方法》 

① 下記のゆうちょ銀行口座に参加費・その他レンタル代等の合計金額をご送金ください。 

ゆうちょ銀行から  記号：14450 番号：40041991シンジョウ ヒロキ 

他金融機関から   店名：四四八 預金項目：普通預金  

口座番号：4004199 シンジョウ ヒロキ 

②次に、下記いずれかの方法で申込内容をお送りください。 

○ ｗｅｂ申込（推奨） 

・以下のサイトから、エントリーフォームに必要事項を入力して送信してください。 

http://www5e.biglobe.ne.jp/~silvia/suzaku/event/1209long/entry.html 

○ Eメールによる申し込み 

・大会ホームページより申込専用エクセルファイルをダウンロードし、必要事項を入力後、下記アドレス

に添付して送信してください。件名は「朱雀大会申込」としてください。 

申込先：新城大樹 suzaku20th■gmail.com （■→＠に変えてください） 

○ 郵送申込 

・本要項の申込書に必要事項を記入し、下記申込先まで郵送ください。 

〒615-8084 京都市西京区桂坤町 14-1 サンクスパレ桂Ⅱ-109号室 新城 大樹 宛 

http://www5e.biglobe.ne.jp/~silvia/suzaku/event/1209long/entry.html
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○会場申込 

・主要なオリエンテーリング大会で参加申込を受け付ける予定です。 

6/30-7/1 さくらんぼ大会、7/28たそがれオリエンテーリング大会、8/12 わいいち杯、8/19 北東インカレ 

《申込締切日》 

早割締切:2012年 7月 31日（火）通常締切:2012年 8月 31日（金） 
ｗｅｂ・Eメール申込み：当日送信有効・払込完了日 郵送申込み：当日消印有効・払込完了日 

 

～クラス・参加費～ ※高校生以下の方はどのクラスでも参加費無料です。 

《事前申込》 

クラス 
参加資格（2013年 3月 31

日までに達する年齢基準） 
説明 

優勝設

定時間 

参加費 

（通常） 

参加費 

（早割） 

M21E 
有資格者＊2 選手権クラスです。 

90分 
3000円  2500円  

W21E 75分 

M21A 19歳以上男子 

日頃から競技オリエンテーリングに取

り組んでいる経験者の方向けの上級ク

ラスです。 

80分 

2800円 2300円 

W21A 19歳以上女子 65分 

M21AS 19歳以上男子 60分 

W21AS 19歳以上女子 50分 

M35A 35歳以上男子 70分 

W35A 35歳以上女子 55分 

M50A 50歳以上男子 55分 

W50A 50歳以上女子 45分 

M65A 65歳以上男子 50分 

W65A 65歳以上女子 40分 

M20A 16歳以上 20歳以下男子 70分 

W20A 16歳以上 20歳以下女子 60分 

M18A 13歳以上 18歳以下男子 60分 

無料 無料 

W18A 13歳以上 18歳以下女子 50分 

M15A 15歳以下男子 50分 

W15A 15歳以下女子 40分 

M12 12歳以下男子 

オリエンテーリングは数回目という方

向けの中級クラスです。 

45分 

W12 12歳以下女子 45分 

MB 男子 45分 
1600円 

WB 女子 50分 

MR 男子 
MR/WR 同一コースです。走力に自信

のある初心者の方や、ランナー・トレ

イルランナーの方向けクラスです。 

60分 
3000円 2500円  

WR 女子 90分 

N 無制限 
初めてオリエンテーリングをする初心

者の方向け個人クラスです。 
30分  700円 

G 無制限 
初心者向けグループクラスです。2～5

名のグループで出走できます。 
30分 

グループで 1000

円 
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《当日申込》 

 

＊1 参加費は SI カードレンタル料込の価格です。マイ SI カードをご利用の方は、SI レンタル料 100 円（G ク

ラスはグループで 100円）を引いた価格となります。 

＊2 M21E/W21Eクラスへの参加は JOA公認大会 Eクラス出場資格が必要です。出場資格は、日本オリエンテ

ーリング協会ホームページのEクラス出場資格http://www.orienteering.or.jp/runner/e-list.phpをご覧ください。 

＊3 E・A クラスへの参加は日本オリエンテーリング協会への競技者登録が必要です。但し、A クラスは一時登

録を行うことにより参加可能となります。一時登録料は 16歳以上 500円、15歳以下無料です。 

＊4 女性の男子クラスへのエントリーは可能です。 

＊5  参加者の少ないクラスは、隣接クラスに統合する可能性があります。予めご了承ください。 

＊6 高校生以下の方は、 出場クラスによらず参加費無料です。 

※ 本大会は、若手オリエンティア育成とオリエンテーリング競技普及を目的とする京都府オリエンテーリ

ング協会の活動から助成を受けています。高校生以下の参加者（Gクラスの場合にはグループに高校生以下

のメンバーがいれば OK）の参加費および SIカードレンタル費用が無料になります。 

 

朱雀ＯＫ20周年記念オリエンテーリング大会申込用紙 
ふりがな  所属クラブ 性別 

氏名   男・女 

生年月日 

年齢 
西暦     年   月   日生     才（2013年 3月 31日までに達する年齢） 

住所 
〒 

電話番号  E-mail  

参加クラス  参加費             円 

競技者登録 
番号【              】・一時登録（16歳以上 500円、15歳以下無料） 

（E/Aのみ必要）           （Aのみ可能） 

SIカード レンタル・マイ SIカード№（              ） -100円 

駐車場 必要 ・ 不要 プログラム郵送 必要（200円） ・ 不要 

入金日   月  日 成績表郵送 必要（300円） ・ 不要 

金融機関    合計金額           円 

備考 

※G クラスエントリーの方は、備考欄にグループの人数(2～5 名)と代表者以外の方の氏名を記

入してください。 

※申込書に記載の個人情報は、本大会の運営目的以外には使用いたしません。 

クラス 説明 参加費 

OAL 上級者向けロングコースです。  

3200円 OAS 上級者向けのやや短めのコースです。 

OR ランナー向けです。MR/WRクラスと同一コースです。 

OB 中級者向けです。MB/WB クラスと同一コースです。 2000円 

ON 初心者向けです。Nクラスと同一コースです。 700円 

OG 初心者向けグループクラスです。Gクラスと同一コースです。 グループで 1000円 

http://www.orienteering.or.jp/runner/e-list.php

